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スプリット 通過 スプリット 通過 スプリット 通過 スプリット 通過
ラップ 順位 ラップ 順位 ラップ 順位 ラップ 順位

0:07:34 (1) 0:17:24 (1) 0:27:12 (2) 0:36:44 (1)
160歳以下 (1) 7:34 (1) 9:50 (2) 9:48 (7) 9:32 (1)

0:08:46 (7) 0:17:42 (2) 0:26:04 (1) 0:36:47 (2)
１61歳以上 (1) 8:46 (7) 8:56 (1) 8:22 (1) 10:43 (5)

0:08:51 (8) 0:19:25 (5) 0:29:04 (4) 0:38:55 (3)
１61歳以上 (2) 8:51 (8) 10:34 (4) 9:39 (6) 9:51 (2)

0:07:46 (2) 0:18:20 (3) 0:27:29 (3) 0:39:03 (4)
160歳以下 (2) 7:46 (2) 10:34 (5) 9:09 (4) 11:34 (10)

0:08:43 (6) 0:19:11 (4) 0:29:12 (5) 0:40:00 (5)
160歳以下 (3) 8:43 (6) 10:28 (3) 10:01 (10) 10:48 (6)

0:08:11 (3) 0:21:02 (7) 0:30:30 (7) 0:40:42 (6)
160歳以下 (4) 8:11 (3) 12:51 (11) 9:28 (5) 10:12 (3)

0:09:25 (10) 0:21:04 (8) 0:29:29 (6) 0:41:46 (7)
160歳以下 (5) 9:25 (10) 11:39 (8) 8:25 (2) 12:17 (12)

0:08:41 (5) 0:20:55 (6) 0:30:51 (8) 0:42:19 (8)
160歳以下 (6) 8:41 (5) 12:14 (9) 9:56 (9) 11:28 (9)

0:08:59 (9) 0:21:33 (10) 0:31:27 (10) 0:42:51 (9)
160歳以下 (7) 8:59 (9) 12:34 (10) 9:54 (8) 11:24 (8)

0:08:32 (4) 0:22:42 (12) 0:31:17 (9) 0:42:59 (10)
160歳以下 (8) 8:32 (4) 14:10 (15) 8:35 (3) 11:42 (11)

0:10:03 (11) 0:21:18 (9) 0:32:59 (11) 0:43:33 (11)
160歳以下 (9) 10:03 (11) 11:15 (6) 11:41 (14) 10:34 (4)

0:10:33 (13) 0:21:56 (11) 0:33:12 (12) 0:44:15 (12)
160歳以下 (10) 10:33 (13) 11:23 (7) 11:16 (11) 11:03 (7)

0:10:40 (14) 0:23:59 (13) 0:35:35 (13) 0:49:12 (13)
１61歳以上 (3) 10:40 (14) 13:19 (13) 11:36 (13) 13:37 (14)

0:11:36 (16) 0:24:31 (14) 0:36:04 (14) 0:51:11 (14)
160歳以下 (11) 11:36 (16) 12:55 (12) 11:33 (12) 15:07 (17)

0:12:10 (17) 0:27:34 (17) 0:41:05 (16) 0:55:16 (15)
１61歳以上 (4) 12:10 (17) 15:24 (16) 13:31 (17) 14:11 (15)

0:10:25 (12) 0:27:15 (16) 0:42:24 (17) 0:55:29 (16)
160歳以下 (12) 10:25 (12) 16:50 (18) 15:09 (19) 13:05 (13)

0:10:42 (15) 0:27:10 (15) 0:40:59 (15) 0:56:01 (17)
１61歳以上 (5) 10:42 (15) 16:28 (17) 13:49 (18) 15:02 (16)

0:12:11 (18) 0:30:51 (19) 0:42:47 (18) 0:59:22 (18)
160歳以下 (13) 12:11 (18) 18:40 (19) 11:56 (15) 16:35 (19)

栃木 亮一 武藤みかほ

15 62
ランランカフェ

0:55:16
田村 賢自 田中 明菜

３区（2.5km） ４区（2.5km）
氏名 氏名総合

順位
NO

総合記録
（10km

）

チーム名

年齢区分 順位

１区（2.5km） ２区（2.5km）
氏名 氏名

9 52
TEAM★K3

0:42:51
奥原 和佳 天川 晴子 中野 主税 藤野 こころ

8 46

5 57
レッドポイント

0:40:00
後藤 義和 新井 渚 小金澤 照昌 木暮 亜由美

岡田 力也 佐藤 智香

田中 道明 新井 洋子
4 60

ｷﾝｸﾞｵﾌﾞJAC
0:39:03

蓮沼 直希 丸山 直美

3 64
TEAM★K2

0:38:55
木暮 幸一 上原 聡子

櫻井 英貴 井田 彩香
18 48

茶話本舗高崎２
0:59:22

高橋 大 後閑 晶子

小林 亨 浅香 幸子

17 61
ハローランラン

0:56:01
山口 眞弘 原嶋 直子 浅見 吉洋 三ツ橋 由夏

16 59
ランランスカイ

0:55:29
山本 紘多 関矢 美穂

山本 秀肇 三友 恵美

14 49
チーム期限切れ

0:51:11
三木 慎太郎 松本 紀恵

峯岸 靖典 狩野 温子

13 65
アミノかめさん

0:49:12
今井 宏典 鈴木 聡子 高久 浩光 木部 和枝

12 50
体つくっときます。

0:44:15
榎本 翔 井上 諒子

関沼 雅大 横尾 満菜

11 54
ｎｏ２ゆっくらＢ

0:43:33
品川 亮 渋谷 恵美 小堀 弘幸 荻原 春菜

10 47
チームタワシ

0:42:59
島田 仁 森 美悠

東福キラリ
0:42:19

遠山 燦 若林 果歩

高桑 裕 益子 恵

7 58
上州矢島組

0:41:46
矢島 章 龍崎 直子 森田 瑛介 吉川 令子

6 51
NRC-B

0:40:42
小高 雅俊 白井 奈津子

中島 広和 鈴木 礼子

佐藤 美紀 勝田 和也 浅賀 亜希子

2 63
富岡走ろう会

0:36:47
相馬 正巳 佐俣 久美子 田村 豪

1 55 0:36:44
〒37走遊会

若松 貴秀

中村 紀子
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0:15:04 (20) 0:28:48 (18) 0:44:19 (19) 1:00:03 (19)
160歳以下 (14) 15:04 (20) 13:44 (14) 15:31 (20) 15:44 (18)

0:13:07 (19) 0:33:17 (20) 0:46:34 (20) 1:04:12 (20)
160歳以下 (15) 13:07 (19) 20:10 (20) 13:17 (16) 17:38 (20)

本田 大空 後藤 佳美
20 56

茶話本舗高崎１
1:04:12

鈴木 郷 今野 あゆみ

19 53
DC360-C

1:00:03
外山 義将 外山 彩 六本木 達也 本多 歩美


